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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 70,253 △13.2 200 △72.1 592 △40.5 361 △41.9

2020年３月期第２四半期 80,957 5.8 718 54.6 994 29.2 622 22.5
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 555百万円( 7.3％) 2020年３月期第２四半期 517百万円( 82.1％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第２四半期 27.22 －

2020年３月期第２四半期 46.88 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 65,481 15,048 23.0

2020年３月期 67,121 14,626 21.8
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 15,036百万円 2020年３月期 14,614百万円

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 － 10.00 － 10.00 20.00

2021年３月期 － 10.00

2021年３月期(予想) － － －
　

(注)１. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

２. 2021年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定としております。

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
今期の業績予想については、現時点において、新型コロナウイルスの当社グループ業績に対する影響を合理的に算出
することが困難であるため未定とし、可能となった時点で速やかに公表します。



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 13,767,052株 2020年３月期 13,767,052株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 494,024株 2020年３月期 494,009株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 13,273,042株 2020年３月期２Ｑ 13,273,283株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。詳細について
は、(添付資料)２ページ１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
をご覧下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が発出さ

れ、社会経済活動が低調となったこと等から、非常に厳しい状況での推移となりました。５月下旬の緊急事態宣言

解除後は、感染拡大防止策を講じつつ社会経済活動のレベルを段階的に引き上げ、徐々に持ち直しの動きがみられ

ておりますが未だ不確実性が高く、収束時期も不透明なことから予断を許さない状況は続いております。

当住宅関連業界におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止策の一環として外出自粛や社会経済活動が

制限されたこと等により新設住宅着工戸数は弱含みでの推移となりました。また、住宅展示場やモデルハウスの一

時閉鎖や対面営業の自粛のほか、既に着工している建築現場の一時中断や延期、リフォーム・リノベーション工事

の先送りも発生したことから、住宅資材需要への影響が徐々に拡大したことに加え、原材料費の上昇や配送コスト

の高止まりのほか人手不足などの不安定要素もあり、経営環境は不透明感が残る中での推移となりました。

このような環境の中で当社グループは、エネルギー関連商材の拡販や非住宅木構造分野への取組みの強化、また、

中古マンションリノベーション業者への販売強化などの既存の営業方針は維持しつつも、新常態への対応力強化を

図るため、売上総利益率の改善や働き方改革を推進し、収益体質の改善に取組んでまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高が70,253百万円（前年同四半期13.2％減）、営

業利益が200百万円（前年同四半期72.1％減）、経常利益が592百万円（前年同四半期40.5％減）、親会社株主に帰

属する四半期純利益が361百万円（前年同四半期41.9％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比して1,639百万円減少の65,481百万円となりまし

た。これは主として、現金及び預金が2,571百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が3,642百万円減少したこ

とによるものであります。

負債については、前連結会計年度末に比して2,062百万円減少の50,432百万円となりました。これは主として、短

期借入金が4,910百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が5,298百万円、電子記録債務が519百万円減少したこ

とによるものであります。

純資産については、前連結会計年度末に比して422百万円増加の15,048百万円となりました。これは主として、利

益剰余金が228百万円及びその他有価証券評価差額金が190百万円増加したことによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末から1.2ポイント増加の23.0％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の連結業績予想につきましては、現時点において新型コロナウイルスの当社グループに対する影響

を合理的に算出することが困難であることから、引き続き未定とさせていただきます。なお、業績予想の開示が可

能となりましたら、速やかに公表いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,721 13,292

受取手形及び売掛金 33,354 29,711

電子記録債権 4,310 3,836

たな卸資産 3,791 3,674

その他 851 716

貸倒引当金 △84 △80

流動資産合計 52,944 51,151

固定資産

有形固定資産

土地 8,308 8,268

その他 2,394 2,325

有形固定資産合計 10,702 10,593

無形固定資産

のれん 76 59

その他 343 365

無形固定資産合計 420 425

投資その他の資産

投資有価証券 1,751 2,050

その他 1,383 1,333

貸倒引当金 △80 △73

投資その他の資産合計 3,054 3,311

固定資産合計 14,176 14,330

資産合計 67,121 65,481
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 34,054 28,755

電子記録債務 9,005 8,485

短期借入金 800 5,710

1年内返済予定の長期借入金 1,020 1,020

未払法人税等 548 134

賞与引当金 830 554

その他の引当金 87 38

その他 1,812 1,811

流動負債合計 48,160 46,511

固定負債

長期借入金 2,078 1,568

繰延税金負債 487 671

引当金 361 335

退職給付に係る負債 411 424

その他 996 922

固定負債合計 4,334 3,921

負債合計 52,494 50,432

純資産の部

株主資本

資本金 850 850

資本剰余金 294 294

利益剰余金 13,250 13,479

自己株式 △231 △231

株主資本合計 14,162 14,391

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 490 681

繰延ヘッジ損益 △0 0

退職給付に係る調整累計額 △38 △36

その他の包括利益累計額合計 452 645

非支配株主持分 11 12

純資産合計 14,626 15,048

負債純資産合計 67,121 65,481
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 80,957 70,253

売上原価 72,584 62,818

売上総利益 8,372 7,435

販売費及び一般管理費 7,654 7,234

営業利益 718 200

営業外収益

受取利息及び配当金 34 41

仕入割引 195 165

不動産賃貸料 148 147

雇用調整助成金 - 109

その他 57 75

営業外収益合計 436 539

営業外費用

支払利息 11 17

売上割引 133 112

その他 14 17

営業外費用合計 159 147

経常利益 994 592

特別利益

固定資産売却益 4 7

特別利益合計 4 7

特別損失

固定資産除却損 20 -

特別損失合計 20 -

税金等調整前四半期純利益 978 600

法人税、住民税及び事業税 320 119

法人税等調整額 35 119

法人税等合計 355 238

四半期純利益 623 361

非支配株主に帰属する四半期純利益 1 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 622 361
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 623 361

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △93 190

繰延ヘッジ損益 △0 0

退職給付に係る調整額 △10 1

その他の包括利益合計 △105 193

四半期包括利益 517 555

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 516 554

非支配株主に係る四半期包括利益 1 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 978 600

減価償却費 155 192

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △100 △276

受取利息及び受取配当金 △34 △41

仕入割引 △195 △165

雇用調整助成金 - △109

支払利息 11 17

売上割引 133 112

固定資産売却損益（△は益） △4 △7

売上債権の増減額（△は増加） 1,595 3,977

たな卸資産の増減額（△は増加） △468 116

未収入金の増減額（△は増加） 35 142

仕入債務の増減額（△は減少） △81 △5,737

その他 △22 △96

小計 2,005 △1,281

利息及び配当金の受取額 34 41

仕入割引の受取額 117 83

雇用調整助成金の受取額 - 98

利息の支払額 △11 △19

法人税等の支払額 △408 △478

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,736 △1,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △132 △66

有形固定資産の売却による収入 4 53

無形固定資産の取得による支出 △124 △78

投資有価証券の売却による収入 0 57

敷金及び保証金の差入による支出 △8 △9

関係会社株式の取得による支出 - △96

その他 39 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △221 △111

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100 4,910

長期借入れによる収入 1,200 -

長期借入金の返済による支出 △751 △510

配当金の支払額 △132 △132

その他 △14 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー 401 4,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,916 2,571

現金及び現金同等物の期首残高 7,652 10,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,569 13,162
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。


